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Seminar Safety Drive 
 
  

Saat ini, karena telah memperluas training KYT (Training menduga bahaya) dll., 
tingkat kejadian kecelakaan di pabrik makin lama makin menurun.  Namun karena 
bertambahnya karyawan yang menggunakan motor dan mobil untuk pulang pergi ke 
pabrik, dan kurang pengetahuan mengenai peraturan lalulintas dan kendaraan itu 
sendiri, kecelakaan lalulintas pada waktu pulang pergi ke pabrik makin bertambah.  
Dan hampir semua kecelakaan tersebut, bisa dicegah jika ada pengetahuan dasar. 

 
Berdasarkan latar belakang tersebut, di PT. Industrial Support Services Indonesia, 

di majalah dwi bahasa Indonesia Jepang “Komunikasi IJ” yang diterbitkan setiap bulan, 
telah dimuatkan serial “Safety Drive” selama 2 tahun.  Dan isi tersebut telah dijadikan 
pustaka juga. 

 
    Dan kali ini, kami menjadikan “Safety Drive” sebagai seminar sebagai berikut.  
Kami berharap banyak pihak menggunakan seminar ini, demi keselamatan karyawan 
bapak-bapak ibu-ibu. 
 
Isi seminar  
l Kenapa diperlukan pengetahuan mengenai kendaraan? 
l Selisih jejak ban dalam. 
l Pandang mati. 
l Burst 
l Vapor Lock (Rem Blong) 
l Pentingnya helm. 
l Hydroplaning 
Semua 24 item. 
Karena termasuk banyak video juga, maka isinya sangat menarik. 
 
Waktu training 
l 2.5 jam 
 
Biaya training 
 
l In House Training 
  Seminar yang dilakukan di tempat klien (Jumlah pesertanya bebas) 
   Rp.3.800.000,-	 ＋	 Biaya Bahan	 Rp.50.000,- / orang 
 
l In House Training in ISSI 
  In House Training yang menggunakan ruang seminar ISSI  

( max. 24 orang termasuk coffe break ) 
   Rp.3.800.000,-	 ＋	 Biaya Bahan	 Rp.50.000,- / orang 
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セーフティー・ドライブ	 セミナーのご案内 

 
  
	 現在、危険予知トレーニング（KYT）などの普及により、現場の事故発生率は減少傾向に
あります。しかし、車やオートバイで通勤する従業員の増加、そして交通ルールや車両に関

する知識不足のため、通勤中の事故が多発しています。その中の多くは基礎的な知識があれ

ば防げる事故です。 
	 そのような背景を受け、PT.インダストリアル・サポート・サービス・インドネシアでは
毎月発行している日本語とインドネシア語のバイリンガルマガジン「こむにかし IJ」に２年
にわたり「セーフティー・ドライブ」を連載しました。その連載の内容は書籍にもなりまし

た。 
	 そして、今回、下記のようにセミナー化することになりました。従業員の皆さまの命を守

るためにもこのセミナーをご利用いただけることを希望いたします。 
 
 
セミナーの内容 
 
l どうして車に関する知識が必要か。 
l 内輪差 
l 死角 
l バースト 
l ベーパーロック 
l ヘルメットの重要性 
l ハイドロプレーニング現象 
など２４項目 
ビデオも多数ありますので、興味深い内容となっております。 
 
 
受講時間	

l 二時間半 
 
 
受講料	

	

l インハウス・トレーニング	
	 お客様の工場・事務所に出向いてのセミナー（参加者数は自由）	

	 	 Rp.3.800.000,-	 ＋	 教材費	 Rp.50.000,-	/	人	

	

l インハウス・トレーニング・イン・ISSI	
	 ISSI のセミナールームを利用したインハウス・トレーニング（定員 24名）	

	 	 Rp.3.800.000,-	 	＋	 教材費	 Rp.50.000,-	/	人	 ※スナック込み	

	

 


